
公益社団法人 松山市シルバー人材センター

経 緯

○農業従事者の高齢化や生産効率の
低下に伴い、農業の衰退が言われ
るが、志のある若者やシルバーが農
業を活性化するチャンス。

○高齢化社会の中、農業振興、農地保
全ができるシルバー人材を育成し、
都市農業を活性化することを目的と
し、地域社会と連携した取組に挑戦。

取組内容

○荒廃したみかん畑40aを伐採・集木。

○都市部における農地を保全できるシル
バー世代や縁農コーディネーター、縁農
サポーター育成活動を実施し、研修、農
業体験、食育などを幅広く実践。

○６次化産業の研修として、自ら収穫、加
工・商品化で、みかんジャム、伊予緋かぶ
漬け等を取り扱った。

活動の効果

愛媛県松山市若草町8-3 Ｔｅｌ：089-933-7373

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県松山市

日本の経済をささえ続けてきた高齢者たちが、第二の人生を農家の方々のお手伝
い等をする事で、新たな社会との関わりを持ち、農を楽しむ支援をしている。

○再生したみかん畑は、農家が新たにみかん苗を植え、順調に育っている。耕作放棄
地の再生作業は、多数のパワーのあるシルバーに期待、継続を望む声が大きい。

○高齢者仲間の絆が深まり、農地保全のみならず高齢者の健康増進と生きがいづく
りにも寄与することができた。

○繰り返しの多い作業は、短時間で効果的に作業が終了したと、農家に好評であった。

○耕作放棄地を利用し、地元伝統野菜「伊予緋かぶ」を自ら栽培・出荷を行い、地域
活性化に貢献している。

～農で集うシルバーパワー～

子ども
（教育・体験）
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伝統野菜「伊予緋かぶ」の収穫・出荷作業 区画割付した圃場で、高齢者家族たちが収穫



特定非営利活動法人 えひめ３１１

利用者らによるハウス撤去訓練 試験圃場でタマネギの定植

経 緯

○減災社会実現に向け、都市農
地の多面的機能に着目し、農
業を福祉・ 防災分野に積極的
に活用できないか検討。

○福祉農園を通じ、災害時に要
介護者になりやすい高齢者や
障害者のセーフティーネット
ワーク作りに貢献するため本
事業を開始。

取組内容

○試験圃場の円滑な運営のために、委員会を発
足。他県の取り組み事例を視察。ニーズ把握
のためアンケートを実施。

○試験圃場を開設し、生きがい作りの場の提供、
防災拠点として活用（障害者等による野菜の
定植、炊き出し訓練、青空防災教室の開催等）。

○広報紙発行、収穫祭の開催、ホームページ開
設等の普及活動。

活動の効果

愛媛県松山市東一万町2 Ｔｅｌ：089-993-8329

応募団体からのアピール・メッセージ

私たちは、この古川多機能農園プロジェクトの活動を通して、農業や福祉、防災と
いった分野について当事者や関係者だけの問題にするのではなく、一般の住民にも
関心をもってもらえるよう活動していきたいと考えています。

○圃場でのタマネギ等野菜の定植による障害者等就労支援の援助。

○炊き出し訓練、青空防災訓練による、防災意識の高揚。

○アンケートにより、住民同士の交流や地域福祉充実等、本活動に対するニーズを把
握。

○普及活動により新たなボランティアを獲得。

～みんなつながれ古川多機能農園プロジェクト～

医療福祉愛媛県松山市178
まつやま



しまなみイノシシ活用隊

地域のイベントに出店 イノシシ肉のソーセージ

経 緯

○平成16年頃からイノシシによる農作
物被害が急速に拡大。

○捕獲したイノシシを販売して獣害対
策経費に充てようと、地元農業者・猟
友会員等により「しまなみイノシシ活
用隊」を設立。

○平成22年11月、獣肉処理加工施設
を設置し運営を開始。

取組内容

活動の効果

○精肉・加工品の販売は、都市部のレストランや農産物直売所等５０か所以上の販売
ルートを確保し、販売金額も増加。

○地域のイベントに積極的に参加し、活用隊活動のＰＲやシシ肉の認知度向上に努め
た結果、新たな商品開発によるシシ肉等の利用範囲が拡大。

○高品質なジビエ食材への処理技術の普及活動などの新たな取組みの展開に貢献。

愛媛県今治市大三島宮浦3324-2 Ｔｅｌ：0897-82-0638

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県今治市

しまなみイノシシ活用隊は、地域のイノシシを最大限「活かす」ことを目標とし、食肉と
しての販売や皮製品の加工などを行うことで、しまなみ地域の農業や観光などを活性
化し、地域の農業被害を超える価値を生み出していきます。

写真 写真

○会員が解体処理及び精肉加工技術を修
得し、獣肉処理加工施設において処理・
加工。

○精肉販売のほか、ソーセージやカレー等
の加工品及び革製品等の開発・販売。

○地域イベントに積極的に参加し、地域活
性化に貢献。ジビエ料理の普及にも努
める。

いまばり

～島の農地を守れ！獣害を資源に変える！～
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森のともだち農園

商談会やイベントでの販売機会に積極的に参加

経 緯 取組内容

活動の効果

○活動を継続する中で、マスコミに度々取り上げられたことによる森のともだち農園の
取組が、各種イベントで活用されるなどPRの相乗効果が発生。

○外国人を含め交流人口の増加により地元が活性化。空き家を利用したカフェの誕
生や若い世代の移住等、新しい動きにより住民が地域の魅力を再確認。

○地域農業にとっても、各種取組が担い手の確保・育成や雇用の場の確保に貢献。

愛媛県今治市玉川町龍岡上３６３番地 Ｔｅｌ：0898-55-2427

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県今治市

農業を通した地域の活性化を進めることにより、住民が「もう一度頑張ってみよう」と
思ったり、他所から移り進んでみたいと思ったりしていただけるよう活動しています。

～生まれ育った故郷を農業で元気にしたい！～

いまばりし 子ども
（教育・体験）
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シンガポールからのツアー客に伝統文化を紹介

○ブルーベリーを「媛ベリー」として商標登録
を行いブランド化。媛べリージャムはＪＲの
観光列車のメニューや、ふるさと納税の返
礼品に採用。

○マコモタケ等の収穫・料理体験、自然体験
メニュー等を提供し、年間800人を超える人
数を受入れ。近年は、東南アジアなど外国
からのツアー客も増加。

○地域活性化には「雇用の場」確保
が必要と痛感。そのため、地域特
産物となることを期待しマコモタケ、
ブルベリーの栽培に着手し就農。

○「森のともだち農園」を設立し、「子
供の心にふるさとを」をキーワード
に農産物に代表される地域の魅
力を地元農家と共に発信。



特定非営利活動法人 元気島プロジェクト

来島する女性を出迎える男性陣 ＢＢＱパーティーの模様

経 緯

○地元の特性を活かした地域づくりや
経済活性化、子どもの健全育成、環
境保全、文化の振興等に関する事
業を行い、地域活性化や生活の安
定等に寄与するため設立（H26）。

○島の少子化問題は深刻で、独身男
性に出会いの場を作って欲しいとの
声があり、婚活イベントを開催。

取組内容

○近隣地域を含め、それぞれ独自のプロ
グラムにて婚活イベントを開催。

○東京や大阪圏にも女性参加者の募集
を行い、広い範囲で応募・参加がある。

○各地域で様々な組織や団体が協力し、
それぞれの良さを活かしたイベントと
なっている。

活動の効果

○カップル成立は、男性参加者の約半数に達している。
（平成27年度：36名で17組、平成28年度（開催中）：21名で11組）

◯恋愛や結婚を前提とした交際の経験が少ない島の男性達にとって、貴重な経験や
きっかけづくりの場となっている。

◯運営側の習熟が進み、今後、新しい活動の展開も視野に入れている。

愛媛県宇和島市戸島2014 Ｔｅｌ：0895-64-0026

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県宇和島市

ＮＰＯ法人元気島プロジェクトは、戸島の主力産業である養殖業の活性化、移住促進、
婚活支援、介護事業に取り組んでいます。こうした取り組みについてのノウハウ・支援・
情報を常に必要としています。ご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

～３離島合同婚活イベント『うわうみ婚』～

うわじま

とじま
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企業組合 こもねっと

細木運河と藻場造成作業の様子 県内外に出店しファン獲得

経 緯

○Uターンして蒋淵で就業した際に、一
体感が失われているように感じ、み
んなが愛して誇りを持って頑張れる
蒋淵を取り戻そうと呼び掛けた。

○組合は水産業従事者や漁協職員な
ど有志で発足し、女性も３名加入。

○改めて蒋淵を見直し、外部に売り出
すため、団体名を「蒋淵＝こも」と「絆
＝ねっと」で『こもねっと』とした。

取組内容

活動の効果

愛媛県宇和島市蒋渕1068 Ｔｅｌ：0895-63-0163

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県宇和島市

（環境共生＋海の恵み）×人とのつながり＝元気な地域とともに生きる企業を目指
し、これからも活動していまいります。
ＵＲＬ: http://www.komo-net.com/

○鯛やアジ等を、鮮度よく加工するため、
太陽光発電を利用し環境に配慮した加
工場兼多目的空間「こもてらす」を整備。
交流拠点としても稼働。

○商品開発、販促など様々な企業や団体、
教育機関などとの農商工連携。

○地域づくりワークショップを開催。水産加
工等に加え惣菜等製造も行い、高齢者
見守り配食事業等の地域福祉の取組。

○環境保全プロジェクトでは、長年の藻場造成の取組でヒジキ等の海藻が定着し、目
に見える形で確実に成果。また、加工部門は新商品の開発や首都圏への販促など
で売上げが増加。専従者の雇用も実現。

○地域拠点「こもてらす」で地域内外の交流により外貨と蒋淵ファンを獲得。また、配食
サービスで地域のニーズに応え、直接的な地域貢献を実現。

うわじま

～日本一小さな運河でつながる人･海･未来～
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大洲市

新たな産業「乾たけのこ」 「作り方講習会」には市内外から150名が参加

経 緯

○大洲市は県内一の竹林面積を有
しているが、近年、放置竹林化が
進み、隣接地への侵入などの問
題が顕在化していた。

○一人の生産者が地道に生産に取
り組んできた「乾たけのこ」が大手
外食チェーンの目に留まり増産を
要請された。

取組内容

○３メートル程に伸びた穂先たけのこを収穫
し、乾たけのこに加工して出荷する。（H28
生産5.5トン）

○増産に向け、市内各地で説明会や講習会
を開催し、生産者の確保を図る。

○市の支援策として、補助事業を創設し、竹
林の間伐や作業道の開設を実施。

活動の効果

○乾たけのこは中山間地域の貴重な収入源であり、地域資源としての竹林の再生によ
る新たな産業の創出につながる。また、竹林所有者や地域団体等、広く市民が参加
できる仕組みを確立することで、地域の活性化にも貢献。

○人工林等への侵入など、問題視されていた放置竹林への対策にもなり、竹林の持つ
公益的機能の増進と景観の保全への貢献が期待される。

愛媛県大洲市大洲６９０番地１ Ｔｅｌ：0893-24-2111（内線227）

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県大洲市

大洲市は、新たな産業となる「乾たけのこ」と四国一の生産量を誇る「乾しいたけ」の
生産地です。地域資源を活用した魅力ある街づくりに取り組みます。
（大洲市ＨＰ）http://www.city.ozu.ehime.jp/

～放置竹林から新たな産業「乾たけのこ」～

おおずし
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住民自治されだに

特産品の販売活動 耕作放棄地を活用した体験活動

経 緯

○過疎少子高齢化が進行する中、平
成19年、地域の全員を会員とする住
民自治組織を発足。

○農家の高齢化や後継者不足等に対
応するため、地域ぐるみで効果の高
い共同活動を実施。

取組内容

○雑木林の整備や河川のヨシ刈り等の環
境美化活動を行うとともに、これを地域
外の人の体験活動として交流にも活用。

○耕作放棄地を活用した芋掘り等の体験
活動や、地域特産を活用した｢ゆずこ
しょう｣等の商品開発。

活動の効果

○県のボランティア派遣制度を活用し、大学や企業からボランティアも活動に参加。
参加人数は年々増加。

○耕作放棄地や雑木林、空き家等を再生することで、環境の美化だけでなく、地域
外からの受け入れ体制の構築にも寄与。

愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲1121 Ｔｅｌ：090-3787-9033

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県伊予市

ふるさと佐礼谷を守り続けるため、地域外の人たちの応援も得ながら、一致団結して
取り組んでいます。明るい未来に向かって、笑顔でがんばります！

いよ

～都市との交流による循環型環境保全活動～

子ども
（教育・体験）
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かりとりもさくの会

他地域のガイド研修も引き受ける高い信頼性

経 緯

○平成25年９月に、四国西予
ジオパーク」におけるジオポ
イント（貴重な景観）として認
定。

○農家の私有財産である段々
畑に秩序ある外客受け入れ
を行うため、地元住民でジオ
ガイドチームを組織。

取組内容

○平成25年、西予市の協力を得て、ガイド養成カリ
キュラムを作成して研修を開始。

○平成26年、ガイド養成研修を終了した13名により
ガイド業務を開始。以降、外部講師を招聘するな
ど、スキルアップのための学習会を毎月開催。

○旅行会社（ＪＲ四国など）の団体ツアーも受入れる
など高い評価。

活動の効果

○地域に「ジオパーク」が浸透し、段々畑や景観が宝物であることに気づき、保全する
気運が高まってきた。

○無事故の運営で、地元の不安（外客の来訪による事故の可能性等）が薄らいできた。

○ツアー参加者の増加によって、ガイド活動に自信ができた。

○地元農家の協力が得られた。（例：農道の雑草駆除や、崩れた石垣の復旧保全等）

愛媛県西予市明浜町狩浜3-202-7 Ｔｅｌ：0894-89-1368

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県西予市

四季をとおして「里山と里海が同居する」豊かな自然と人々
とが共に生きる当地に是非おこしください。
ガイドのお申し込みはホームページからどうぞ。

ジオポイント「狩浜の段々畑」の風景

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

せいよ

～地元市を牽引する住民発のジオパーク観光ガイド活動～
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遊子川地域活性化プロジェクトチーム

有名シェフによる出張レストラン 映画「食堂ゆすかわ」

経 緯

○少子高齢化・過疎化の影響を受け、
集落機能が低下しているなかで、
住民自らが主体となって、この危
機的状況を改善しようと、住民全
員が会員となるプロジェクトを発足。

○平成22年度中には遊子川地域集
落づくり計画書が策定され、平成
23年度から計画に基づく実践活動
を開始。

取組内容

○特産トマトと遊子川地域を効果的にPRする
ために自主企画映画「食堂ゆすかわ」を制
作。

○トマトを活かしたイベント、トマトオーナー制
度に取組み、定植体験や収穫体験で交流
人口の拡大を図る。

○特産トマトを始め地域食材を有名シェフが
調理する出張レストランを開催し、地域農
産物の魅力を発信。

活動の効果

○映画を活用し、都市部での上映を行うなど遊子川の知名度向上や交流人口拡大に
成果があり、企業組合遊子川ザ・リコピンズとの連携によって地域農産物の消費拡
大にも繋がっている。

○現状に応じて、既存の行事や地域団体組織の見直しを行うなど、地域全体の意識
改革がすすんでいる。

愛媛県西予市城川町遊子谷2372-1 Ｔｅｌ：0894-85-0111

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県西予市

遊子川に暮らしている人々の心と自然はとても美しく世界に誇れる里山です。その中
で育つ野菜たちもみんなの愛情と大地の恵みを受けて絶品です。ぜひ一度、遊子川の
風土と愛情を味わいにきなはいや～。

～人と自然･夢の架け橋ふるさとづくり～

せいよ

ゆすかわ
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企業組合 遊子川ザ・リコピンズ

ザ・リコピンズのメンバー 農家レストラン営業の様子

経 緯

○遊子川地区は桃太郎トマトの栽
培が盛んであるが、少子高齢化・
過疎化の影響を受け、トマト農家
も年々減り、生産量も減少してい
る。

○遊子川トマトのブランド化により地
域を元気にするため、トマト農家
の女性が中心となり「特産品開発
班」を設立し28年6月に法人化。

取組内容

○特産トマトは減農薬栽培に積極的に取り組
み、高品質のトマトを生産。加工所を整備し
トマト等の加工品開発･製造。

○農家レストラン「食堂ゆすかわ」を運営。営
業日以外は無人のオープンカフェを開設、
地域の交流拠点としている。

○地域の文化や農産物などのPRのため、自
主制作映画「食堂ゆすかわ」を県内外各地
で上映。遊子川地区のファンづくりを図る。

活動の効果

愛媛県西予市城川町遊子谷2370-1 Ｔｅｌ：0894-89-1663

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県西予市

見た目も心もわかづくり！まだまだ若いもんには負けられません! リコピンパワーで
地域の元気のタネを育てているグループ「遊子川ザ・リコピンズ」！山深い高原から母
の愛をお届けします。

～まちづくり ひとづくり わかづくり～

せいよし
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○特産品加工所や農家レストラン「食堂ゆすかわ」を設置したことにより、交流人口拡
大に成果。これにより地域農産物の収益性の向上や経営安定化に寄与している。
住民自身がその効果を実感している。

○メンバー自身も取り組みに自信と誇りを感じ、地域づくりの役割を担う一人として地
域活性化のために何が出来るか考えながら、事業に取り組めるようになった。



井内地区活性化協議会

冬ぼたんまつりの風景 お田植え祭りの様子

経 緯

○活動母体の井内集落営農会が、地
域活性化に取り組むグループと観光
関連業者の参加を得て開催した、
「井内地区の将来を考える勉強会」
の中で、地域資源と観光をリンクさ
せる取り組みを進めることとした。

取組内容

○年間80万人の宿泊客がある道後温泉地
区のホテルと連携し、食材提供、グリー
ンツーリズムメニューを開発強化し、宿泊
客のオプショナルツアーとして整備。

○地区の良質米をブランド化し販売。米を
使ったどぶろくや、パン類、総菜の開発。

○地元自治体と連携し定住･移住情報を発
信。モニターツアー、アンケートを行い具
体化を検討。

活動の効果

○協議会設立の初年度（H２７）は、初の試みとして、「冬ぼたんまつり」を開催し、約一
か月の会期中に１，３２６人の来場者があり、入場料・飲食・物販で１２６万円の売上
げがあった。

愛媛県東温市井内1142-1 Ｔｅｌ：089-966-3981

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県東温市

農観連携を軸に、①地域の産品を地域外に発信･販売、②地域外の人にグリーン
ツーリズム体験で足を運んでもらう、という２つの活動に取り組んでいます。販路拡
大･交流人口の拡大で地域の活性化を目指します。

とうおん

～農業と観光の連携による地域の活性化～

いうち
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ＮＰＯ法人 豊かな食の島岩城農村塾

地元出身農家とＩターン農家が協力 岩城島の代名詞青いレモン

経 緯

○「青いレモンの島」として知られ、
温暖で柑橘栽培の適地にもかか
わらず、島民の多くは造船関連
企業で働き、耕作放棄地率は県
内トップ。

○新規就農者を確保し、農業を中
心とした第一次産業の復興を目
指し平成２０年にNPO法人を設立。

取組内容

活動の効果

○町に働きかけ実現した定住促進事業では、これまで７０名以上が研修を受け、９名
が定住している。

○加工品の生産過程で生じるレモン等の絞りかすは、島内で飼育する豚（レモンポー
クとしてブランド化）の飼料に活用し、豚の排せつ物は有機肥料として利用すること
で、島内での循環型農業を実現。

○

愛媛県越智郡上島町岩城２９２０番地 Ｔｅｌ：0897-75-2081

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県上島町

新規就農者の確保、新規ブランドの創出、島内外の住民等との交流を柱に、自給
自足が可能な「豊かな食の島」を目指し、地域農業の活性化に取り組んでいます。

～小さな離島で育む「青いレモン」と新規就農者～

かみしまちょう
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○就農イベントに参加し、地元農家やIターン
農家による就農相談を行い、就農希望者に
は、柑橘、野菜などの農業研修を実施。

○他県のグループと交流事業を実施し、地元
農産物の紹介と町おこし活動に取り組む。

○農家レストランでレモン懐石の提供、レモン
狩り、小学生に対する農業体験など地元農
産物を活用し島内外の住民との交流促進。



泉谷地区棚田を守る会

泉谷 棚田 首都圏で地産品を販売

経 緯

○泉谷地区の棚田が、平成11年に
全国棚田百選に選定された。

○これをきっかけに、地域で棚田の
機能・景観が資源として認識され、
環境整備や保全活動を始め、未
来へ棚田を継承する活動がス
タートした。

取組内容

○広く参加者を募り、棚田巡り、地元食材を
楽しむツアーの開催。

○オーナーを受け入れて農作業体験ツアー
を開催。

○参加者を募り、かかしづくりコンテストを開
催。

○農家を学生が手伝い、労働の対価として米
を支給する「奨学米制度」の取組み。

活動の効果

○定期的なイベント開催で、棚田の環境保全に関わる協力者が増加した。また、周辺
地域を住民が案内することで、より地域の参加意欲が向上した。

○多くの都市住民の来訪により、棚田米の味が高評価を受け、作り手の生産意欲向
上に繋がっている。

愛媛県喜多郡内子町内子1515 Ｔｅｌ：0893-44-2118

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県内子町

先代から受け継ぎ、守り続けてきた棚田は、地域のみならず内子町の宝となった。
様々な課題はあるものの、継続し発展させていく活動をしていこうと取り組んでいる。

～先人が谷に残した内子町屈指の絶景～

うちこ

いずみだに

子ども
（教育・体験）
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都会と田舎をむすぶ食育ネット

竹を切り筏を作って遊ぶ。海で釣り、山で滝滑り。 晩ご飯とドラム缶風呂、廃校を利用した活動

経 緯

○都会と田舎をむすぶ食育ネットは、
平成19年、旧愛媛大学農学部附属
農業高等学校と横浜国立大学教育
人間科学部附属鎌倉小学校との教
科外活動で始まった自然及び産業
を体験させ支援する組織として発足。

○現在は、関東圏と県都松山市の子
どもたちを対象に四季にわたるプロ
グラム及び広域グリーンツーリズム
として南予地域8市町で展開。

取組内容

○南予地域において、普段の農林水産業
の体験を通じ、美しく伝統ある農山漁村
を次世代を担う子どもたちへ継承。

○首都圏からの参加者を募り、地域住民
と学生、子ども、保護者の学び合いから、
幅広い分野・地域の連携・結びつき。

○観光面での6次産業化、農山漁村での
ICT活用、増加する廃校の活用等により、
日本の宝である農山漁村の発信。

活動の効果

○都会と田舎をむすぶ活動を機に、受け入れ側である南予地域の各市町による広
域的な連携意識が生まれてきた結果、通過型のツーリズムから、着地型のツーリ
ズムになり、地域の宝をじっくりと見てもらうことができるようになった。

○子どもたちの視点が、地域の財産となり得る新たな地域資源を発掘してくれること
がある。また、子どもの成長は、保護者の成長にもつながっている。

愛媛県喜多郡内子町川中868 Ｔｅｌ：0893-45-0802

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県内子町

本団体の活動も、10年近くの活動歴を持つことになってきた。継続することが、地域と
の結びつきを強めており、学生スタッフの生きた学びとなっている。今後も活動を続け
ていきたい。

うちこ

～山里海の四季、生活･産業を体験しよう２０１５～

子供
（教育・体験）
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からり直売所出荷者運営協議会

出荷者の7割以上が女性 子供フェスティバル等のイベントを定期的に開催

経 緯

○「内子フレッシュパークからり特
産物直売所」の開設を機に、多く
の女性が直売所事業に関わり、
女性らしいきめ細かい対応と意
欲的な商品開発を行うことで販
売促進。

○定期的に交流イベントや農産加
工体験、手工芸体験等を行い、
継続的な地域と都市住民の交流
を実施。

取組内容

○からりの運営は、出荷者の７割を占める女性
が、主体的にイベントや体験メニューを企画。

○地元にこだわり町内産農産物を販売すること
で内子農産物のブランド化に貢献。また、女
性組織による加工品開発等。

○農産物作型の研究やビニールハウス等の施
設整備、学校給食センターや町内の病院等
へ納品。

○定期的な交流イベントや農産加工、手工芸体
験等の交流事業を継続して実施。

活動の効果

○女性が中心の直売所運営が契機となって、直売部門を女性が担当する家族経営協
定の締結が進み、女性の経済的・社会的な自立の気運が高まっている。

○活動を通じ、小規模・高齢・兼業など中山間地農業のハンディを多様性という魅力に
変え、農業に誇りと自信を取り戻すことにつながり、地産地消に寄与している。

○交流事業で、生産･消費の相互理解が深まり、信頼関係の醸成が進んでいる。

愛媛県喜多郡内子町内子2452 Ｔｅｌ：0893-43-1122

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県内子町

元気な生産者とともに内子をもりあげています。
恵まれた自然と美味しい内子産の食べ物がいっぱい。ぜひお越しください。

～女性の原動力が地域を変えて町の魅力を発信する～

うちこ

女性の活躍地産地消192



森の国アグリ交流センター

指導員とともに野菜を育てる利用者 ゆず（幼木）の手入れ

経 緯

○北宇和郡松野町は、高齢化が進み、人
口の約41％が65歳以上。

○主要産業は農業であるが、農業従事者
は高齢化し、休耕地が増え、農業の担
い手が不足。

○そこで、森の国アグリ交流センターが中
心となり、農業に興味のある障害者や
支援事業所の受け皿になるための活動
を開始。

取組内容

○農業に興味のある障害者や、障害福
祉サービス事業所と連携して農作物
を栽培。

○松野町の特産物を生産･販売し、障
害のある方の就労の場を提供。

○高齢者福祉事業所と連携し、 自然に
触れ合ってもらうことで、認知症の防
止や地域とのふれあいの場を提供。

活動の効果

愛媛県北宇和郡松野町大字松丸589-1 Ｔｅｌ：0895-20-5728

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県松野町

たまねぎ、なす、ピーマンなどの野菜を、就労支援事業所「よつば」の方々と栽培し、
近くの「道の駅」等で販売します。また、果樹園（ゆず、プラム）の手入れ、収穫等を
行っています。

○平成27年度から活動を始めたばかりではあるが、これまでに、障害福祉サービス
(就労継続支援Ｂ型)の利用者（４～７人）を受け入れて農作物の栽培。

○高齢者福祉事業所からの来訪所（６施設、延べ約50人）を受け入れて、自然と触れ
合う場を提供。

～農業と福祉のまち まつの～

まつの
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愛 南 町

関係機関と連携して漁場環境調査 魚病診断の様子

経 緯

○愛南町の主要産業である水産業は、
漁獲量の減少や魚価の低迷、燃油
やエサの価格高騰等に伴い、非常に
厳しい状況。

○愛南町では、取組が遅れていた水産
業におけるＩＣＴ利活用を軸に漁業
者・漁協・愛媛大学と連携し、持続的
な漁業生産が行える次世代型システ
ムの構築に着手。

取組内容

活動の効果

○ICT導入により、赤潮発生時には漁業者へ直接通報が入るようになったため、早
期の対応が可能となり、へい死リスクの軽減が図れるようになった。

○「魚健康電子カルテ」システムへの魚病データの蓄積が進んでおり、年ごとの水温
等の環境要因と魚病との関係について、傾向を比較できるようになってきた。

愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420 Ｔｅｌ：0895-72-7312(愛南町水産課)

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県愛南町

水産業におけるＩＣＴの利活用は、他の産業に比べ遅れているのが現状ですが、
今後は、養殖生産現場での業務の効率化やデータを活用した生産体制の確立が
図られるようなシステム改善を進めていきます。

○ＩＣＴを導入し、漁場環境や魚病診断情
報をシステム化・共有化し、効率的な漁
業生産を支援する3システムを構築。

①PCや携帯電話から水域環境情報を閲
覧できる「水域情報可視化システム」

②病気、時期、海域等別に魚病発生状況
等が把握できる「魚健康電子カルテ」

③「ぎょしょく教育」や愛媛大学研究情報
を掲載した「水産業普及ネットワーク」

あいなん

～ＩＣＴ活用による次世代型水産業～
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愛南町ぎょしょく普及推進協議会

養殖場の見学 魚に触り特徴を学ぶ

経 緯

○愛南町の主要産業である漁業は、魚価
の低迷、燃油やエサの価格高騰等に
伴い、生産が減少。

○水産業振興の一環として平成17年に愛
南町ぎょしょく普及推進協議会を設立。

○町内外の小・中学校等で魚の生産から
消費、文化に関する教育を実践し、水
産物の消費拡大及び担い手の誘致・
育成を図る。

取組内容

活動の効果

○平成17年の発足後、「ぎょしょく教育」を学習指導要領に沿った形にし、町内の小学
校での授業を開始。また、22年度以降、首都圏を中心に町外からの「出前授業」の
依頼に応じる形で「都市と漁村の相互交流」を進めている。

○27年度の実績としては、町内で46回、町外で50回の授業を実施し、これに伴う学校
給食用食材として、町内に277万円分、町外に2,868万円分の水産物を提供。

愛媛県南宇和郡愛南町内泊25-1 Ｔｅｌ：0895-73-7120（うみらいく愛南）

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県愛南町

ぎょしょく教育を通じて皆さんにより魚を好きになってもらい、水産業への理解を深め
てもらえたらと思います。そのために私達は全国を駆け巡ります。皆さんの町でもお会
いしましょう！

○「ぎょしょく教育」とは、魚に触れる「魚
触」、魚の生態や栄養を学ぶ「魚色」、
獲る漁業を学ぶ「魚職」、育てる漁業を
学ぶ「魚殖」、伝統的な魚文化を学ぶ
「魚飾」、魚を取り巻く環境を学ぶ「魚
植」、魚の味を知る「魚食」の７つの意味。

○保育所、幼稚園、小学校、中学校等で
の授業や行事を通じて、産地と消費地、
都市と漁村の相互交流を実施。

～産地から発信！「愛南町ぎょしょく教育」～

あいなん 子ども
（教育・体験）
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